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シ ティラ イフ 主 催

日々の生活が “もっと” 豊かになる

プ ロ から学 ぶ「 生 活 向 上 セミナ ー 」
北摂間のさまざまなジャンルで活躍するプロの方々から、技術や知識を学ぶことができるセミナーを開催します。

6/27

セミナ ー 参 加 申し込 み はこちら

事 前 申 し 込 み が 優 先 で す。

会

下記URLの応募フォームもしくは
お電話で申し込みください。

6/27（木）セミナー

応募フォーム

一覧

４F
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第４会議室
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講師 （株）FPパートナー神戸支社 ファイナンシャルプランナー 藤原 良さん
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北村 幹夫先生
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川原田 慶太さん
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講師 おおさか法務事務所
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講師 マネーキャリア協会所属ファイナンシャルプランナー 平松彩さん
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第1部講師 一社ほほえみ信託協会理事・田口司法書士事務所
司法書士 田口 多津さん
第2部講師 一社ほほえみ信託協会理事・ニッケイグローバル株式会社
代表取締役 FP 大田 勉さん

余田 作治さん
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槻

高

JR

高槻駅前局

検 索

※webの応募フォームをご利用下さい。

～

※会場に専用駐車場はありません。
車でお越しの際は近隣の
駐車場をご利用ください。

グリーンプラザ
1号館

TEL.0 6 - 6 3 3 8 - 0 6 4 0

槻
ル高
スパ
クロ
1

アル・プラザ

（生活向上セミナー担当係まで） ※平日10時～17時

プロから学ぶ生 活 向 上セミナー

10：30

（総合市民交流センター）

グリーンプラザ3号館

■お 問 合 せ

http://seikatsukoujyou.citylife-new.com

※一部有料の講座もあります

クロスパル高槻 4F・5F

（高槻市紺屋町１-２）
JR高槻駅すぐ

※各セミナーの状況によって、
当日参加も可能です。
※事前申し込みをキャンセルされる場合は必ず前日までにご連絡ください。
※同業者の情報収集、勧誘を目的とした参加はお断りします。

■応募フォーム

場

木

参加無料
複数受講歓迎

10：30～
16：30
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講師

健楽院 院長 梅村 馨さん
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